
4月9日㈰は統一地方選挙の投票日   期日前投票など、詳しくは４面と区版を確認してください
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⃝3月号は、2月13日時点の情報に基づき作成しています。⃝紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「045」です。⃝開館時間や休みなどは各問合先に確認してください。
⃝収集した個人情報や意見は「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い、目的の範囲内で適正に管理・利用します。⃝令和5年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

横浜市コールセンター（毎日8時～21時）
664-2525 664-2828各種手続・窓口案内

市営交通の案内など
区役所の
開庁時間

●平日８時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）
　※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
●毎月第２・４土曜日 9時〜12時
 （戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）

3,766,999人
1,781,426世帯

横浜市データ
2023年

2月1日現在 検索横浜市 推計人口・世帯検索横浜市コールセンター

人　口

世帯数

16面 よこはま彩発見「バラと横浜の歩み」／春に染まろう！ガーデンネックレス横浜2023開催横浜市版

東急3020系 相鉄20000系

　１月27日に、令和５年度予算案を発表しました。
　次の世代にしっかりと横浜を引き継いでいくために、
子育て支援に最優先で取り組む予算案としました。
　令和５年８月から実施予定の「子どもの医療費の無料

化」や、令和８年４月からの中学校での「全員給食」に向けた準備を進めます。
また、１・２歳児の保育所等への受入枠拡大や、無料クーポンの配付による一
時保育の利用促進、スマートフォンでいつでもどこでも申請手続きや必要な
情報を入手できるようにする取組など、育児の負担を軽くし、「横浜で子育て
したい」と実感していただける取組をスピード感を持って進めます。さらに、
地域の防犯カメラへの補助を大幅に増やし、公園の遊具等の新設・改修な
ど、暮らしやすい生活環境づくりにもしっかり取り組みます。

　３月18日にはいよいよ、相鉄・東急直通線が開通します。横浜市西部から
新横浜・東京都心部へのアクセスがますます便利になります。横浜の魅力が
さらに高まるチャンスを生かし、「子育てしたいまち」「選ばれるまち」の実現
に向けて力を尽くしてまいります。
　2027年には、一都三県で初めてとなる万博が、ここ横浜で開催されるこ
とを皆様ご存じでしょうか。国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」で
す。美しい花々や緑が楽しめることはもちろん、最先端の園芸や農業、世界中
の食文化の体験など、ワクワクする魅力的なコンテンツがいっぱいです。今年
はその「機運醸成元年」として、市民の皆様とともにオール横浜で盛り上げて
いきます。2027年の万博に、どうぞご期待ください。

横浜市長

3月18日土
相鉄・東急直通線が開業します



都市整備局都市交通課　 671-2722 663-3415
問合せ

目黒駅や渋谷駅など東京方面への所要時間が短縮します。また、乗り換え回数も減少します。 ※東急線を利用した場合の比較

開業後

開業前

開業後

開業前

相鉄線・東急線沿線から東海道新幹線へのアクセスが大幅に向上します。

相鉄線経由 東急線経由

最速11分 最速6分

東京都心部へのアクセス向上

新幹線へのアクセス向上

最速38分 

▲

 現在より約22分短縮 最速51分 

▲

 現在より約22分短縮

東急電鉄
ウェブページ

相鉄鉄道
ウェブページ

新型コロナウイルス感染症関連情報
※2月13日現在の情報に基づき作成しています。国の方針等により内容が変更となる場合があります。

横浜市の新型コロナウイルス感染症に関する問合せ 0120-547-059 846-0500　24時間受付
新型コロナワクチン接種に関する問合せ 0120-045-070 050-3588-7191 毎日9時〜19時 ※小児・乳幼児接種に関する問合せは18時まで 

　引き続き「3つの密」の回避、人と人との
距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気な
どの基本的な感染対策をお願いします。 
　本人の意思に反してマスクの着脱を強
いることがないよう、 個人の主体的な判
断が尊重されるよう、ご配慮をお願いし
ます。 

　5月8日からの5類感染症変更に伴う対応は、国の方針が示され次第お知らせします。 

周囲の方に感染を広げないためにマスクを着用しましょう 

　 ▲

受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき

　 ▲

通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗るとき

ご自身を感染から守るためにマスク着用が効果的です 

　 ▲

重症化リスクの高い方※が感染拡大時に混雑した場所にいくとき
　　※高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦

乗り換えなしで利用可能な路線の拡大
東京メトロ南北線・副都心線、都営三田線、埼玉
高速鉄道埼玉スタジアム線、東武東上線とも乗
り入れ、東京都心部をはじめ埼玉方面へのアク
セスも向上します。

　相鉄線「羽沢横浜国大駅」から、新たに設置する「新横浜駅」「新綱島駅」を
経由し、東急東横線・目黒線「日吉駅」につながります。
　通勤・通学、旅行やお買い物など、おでかけの際に、ぜひ利用してください。

「新横浜駅」見学リポート
記事はこちらから

横浜はさらに
便利に、より快適に！
横浜市西部から東京・埼玉まで
広域的な鉄道ネットワークが形成されます

横浜 横浜日吉 目黒目黒まで
行く場合

渋谷まで
行く場合

渋谷

渋谷

二俣川 湘南台

目黒二俣川

新横浜二俣川 日吉

湘南台

乗り換え 乗り換え 乗り換え

乗り換えなし 乗り換えなし

ワクチン接種
最新情報

コロナ
特設ページ

ワクチン接種情報 

３月13日から  
マスク着用は
個人の判断が

基本となります 

小児・乳幼児接種
（生後６か月〜11歳）

　 当面は現在の接種の継続を
国で検討中です。接種を控えて
いた方も、改めて接種をご検討
ください。

　横浜市の集団接種会場での接種は全て終了しました。
　医療機関では引き続き接種を行っています。4月以降の接種は国で検討中ですが、
接種を希望される方は、確実に接種できる3月中の接種をご検討ください。

◆オミクロン株対応ワクチン
◆2022年11月8日以降の武田社ワクチン（ノババックス）

は、いずれか1回限りの追加接種です。

3・4・5回目として接種済みの方は、接種
回数に関わらず次の接種はできないため、
新しい接種券は送付されません。

接種を行っている
医療機関は
こちらから
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災害に備えて日頃の備えを見直しましょう

在宅避難を想定した備えを

　2023年は東日本大震災から12年、関東大震災から100年を
迎えます。いつ起こるか分からない災害に備えて、自宅などの
身の周りの安全や日頃の備えを見直しましょう。 

在宅避難について 総務局地域防災課避難等支援担当 671-2011 641-1677
避難ナビについて 総務局地域防災課地域支援担当 671-3456 641-1677
トイレパックについて 資源循環局街の美化推進課 671-2555 663-8199 

問合せ

　大地震発生時、自宅に倒壊や焼損の危険性がない場合に、地域防災拠点（避難所）へ
避難するのではなく、自宅などで避難生活を送る方法です。 
　地域防災拠点では、備蓄品数や一人あたりのスペースが限られているため、発災時に
は、在宅避難が可能かどうかを検討しましょう。 

在宅避難のポイント

●食料や生活用品の備蓄・ローリングストックや住宅の耐震化を進めましょう。
●家具の固定や耐震マットの設置により、家具の転倒・落下対策を行い、安全に生活できる部屋を確保しましょう。
●物資や情報を円滑に受け取るためにも、地域防災拠点の訓練に参加しましょう。
●「在宅避難＝自宅」ではなく、親戚や友人宅も選択肢に入れておきましょう。
●在宅避難が難しいと判断した場合、すぐに地域防災拠点に向かいましょう。

自分や家族の性別、年齢、ペットなどの家庭構成に応じた備えをしましょう 
備蓄は最低3日間分
（できれば１週間分）

トイレパック（携帯トイレ）の備蓄をしましょう
　トイレパックがあれば、災害時に水洗トイレが使用できなくなった場合
でも、自宅で用を足すことができ、使用後は燃やすごみとして出せます。
1人あたり1日5回×3日間分の15個を目安に備蓄しましょう。ホームセン
ターや100円ショップなどで購入できます。

このほか、自宅の安全対策も重要です
　家の中を点検し、家具の転倒防止対策
や通電火災を防ぐ感
震ブレーカーの設置
などを行いましょう。 

ミルク（液体ミルク等） 
ほ乳びん 
離乳食 
スプーン 
おむつ 
おしりふき 
着替え 
ベビー毛布 
おんぶひも 
おもちゃ 

さらし 
母子手帳 
新生児用品 

着替え 
おむつ 
障害者手帳 
補助具等の予備 
介護食 
非常電源の確保 
常備薬等

ケージ 
首輪 
リード 
フード 
ペットシーツ 
糞尿の処理用具 
常備薬等

栄養強化ゼリー 
栄養強化流動食
低たんぱく質ご飯

在宅避難（在宅被災生活）
とは

地域防災拠点とは 避難時の持ち物地域防災拠点の主な役割

乳幼児のいる家庭 妊婦のいる家庭 要介護者のいる家庭 ペットのいる家庭

食事に特別な配慮が必要な人のいる家庭
（糖尿病·腎臓病·アレルギー･難病など） 

自宅などで生活ができない場合は地域防災拠点へ 

　 地震により自宅が倒壊、焼損するな
ど、自宅での避難が困難な人が一時的に
避難生活を送る場所です。市内1カ所で
も震度5強以上を観測した場合には、全
ての拠点を開設します。 

　地域防災拠点に避難するときは、可能な限り家庭
で備蓄したものを持参しましょう。拠点の備蓄は、自
宅などの倒壊、火災などで、家から備蓄を持ち出せな
い人のための最低限の備蓄です。
　 家庭で必要なものを用意して
おくことが大切です。 

●自宅等で生活できなくなった場合の避難所
●最低限の水や食料の備蓄場所
●安否・被害などの情報集約・伝達場所
●救援物資の集配拠点・救助・救護活動の拠点

　 在宅避難者や地域防災拠点以外で被災生活を
送る人も、物資や情報が得られます。 

平時「いま」から災害時「いざ」まで
一体的にサポート 

横浜市避難ナビを活用しましょう

●風水害時の避難行動計画「マイ・タイムライン」の作成
●地域防災拠点などの最寄りの避難所検索、ルートの確認
●ハザードマップや避難所、避難場所の開設情報

主な機能

自分の地域防災拠点の確認はこちらから 

ダウンロードは
こちらから 

無料
アプリ
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　投票の際は、届いた「投票のご案内」を持参してください。
受付を早く済ませることができます。
　なお、「投票のご案内」がなくても投票できます。　

投票日に投票所へ行くことができない人は、期日前投票を利用してください。

※期日前投票所は、区役所のほか、各区に臨時期日前投票所を設置しています。詳しくは、本紙区版を確認し
てください。

市会議員選挙の選挙公報の点字・録音版 「選挙のお知らせ」 4月５日以降、居住区の選挙管理委員会、市立図書館に設置予定です。

統一地方選挙（市会・県会・知事）

問合せ
各区選挙管理委員会または横浜市選挙管理委員会　 671-3336 681-6479

４月９日㈰ ７時～20時
期日前投票期間

市会・県会・知事

知事のみ

4月1日㈯～4月８日㈯
３月24日㈮～３月31日㈮
※市会・県会は、この期間投票できません。

投票日

政策局男女共同参画推進課　 671-2017 663-3431

男女共同参画貢献表彰 

令和4年度 受賞者が決定
　横浜市では、性別にかかわらず誰もが互いに人権を尊重しつつ、あらゆる分野に対等に参画
できる「男女共同参画社会」の実現を目指しています。その実現に向けて他の模範となる活躍を
された人々の功績を称え、表彰しています。 

問合せ

政策局男女共同参画推進課　 671-2017 663-3431

あなたが「怖い」「嫌だ」と感じたら、それは… 

“デートDV”という名の“暴力”かもしれません

　 デ ートDVのことなら、どんなこ
とでも相談できるチャット相談窓口

「Ｙちゃっかる」（Y
ワイ

okohama C
ち ゃ っ

hat 
C
か

ounsel
る

ing）を3月1日に開設しま
した。LINE・Twitterアカウント、 
または匿名での相談が選べます。 
　被害を受けている本人や友人、家
族、生徒のことが心配という人、また
は、デートDVをしているかもしれな
いと気付いた人も利用できます。 

ひとりで悩まず、
気軽に相談してください 

　恋人同士の間で起きる暴力のことを「デートDV」といいます。
殴る・蹴るといった身体的な暴力以外にも、大声で怒鳴る・ばか
にする、携帯電話を勝手にチェックする、デートのお金をいつも
払わせる、無理やりキスをするなどの行為も当てはまります。 

問合せ

▲相談画面イメージ

吉
き

備
び

 カヨさん 
株式会社ジョビア
代表取締役社長 

株式会社StockBase 
代表取締役 関

せき

 芳
よし

実
み

さん（右）
取締役 菊

きく

原
はら

 美
み

里
さと

さん（左）

　人材紹介・人材派遣会社代表として、長年にわたり、幅広い世代の女性の
ニーズやライフスタイルに合わせた就労支援を行うとともに、コロナ禍に
おいても、女性の雇用創出につなげる新規プロジェクトの展開など、女性
のさらなる社会進出を後押しする挑戦を続けられています。

　関 芳実さんと菊原 美里さんが、大学在学中に共同創業した企業で、廃棄物の削減・循環型社
会の実現を目的として挑戦を続けられています。その活動は、市の「Y

よ く ぞ

OXOアクセラレーター
プログラム 2021」にも採択されるなど、高く評価されており、起業を目指す若い世代のロー
ルモデルとなっています。

功労賞 ユース賞

横浜市デートＤＶチャット相談窓口 「Ｙちゃっかる」
月～土曜（祝・休日含む） 19時～21時
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日日時 所場所 費費用 保保育 申申込み 問問合せ ウェブページ 往復はがき はがき 行事名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面を明記

今月11日以降の、市や外郭団体などが主
催･共催の事業を掲載しています。特に記
載がないものは無料､締切日必着です。 

イベント等は変更･中止となる場合があ
りますので､問合先へ確認してください。

募集

市職員（技術先行枠）

日試験日＝4月16日㈰
申 3月16日までに で
問 人事委員会任用課（ 671-3347

641-2757）

都市美対策審議会 市民委員

20歳以上､選考2人｡ 8月から2年間｡詳
細は3月7日から で
申 4月7日まで
問都市整備局都市デザイン室（ 671-

2023 664-4539）

市高等学校奨学生

選考｡ 月5,000円支給（返還不要）｡ 詳細
は3月中旬から で
問 教育委員会学校支援･地域連携課
（ 671-3474 681-1414）

中央職業訓練校 5月生

IT･Webプログラミング科､OA経理科（中
級）､医療･調剤事務OA科
求職者､各科選考｡ 3月下旬に説明会あ
り｡費用等詳細は3月16日から で
申 4月14日まで
問 会場の中央職業訓練校（ 664-6825 

664-2081）

高齢者向け優良賃貸住宅

①入居者②空家待ち登録者
市認定の民間住宅｡ 60歳以上｡ ①旭区
鶴ケ峰､抽選3戸 ②港北区大豆戸町･港
南区日野｡詳細は3月1日から申込書（区
役所広報相談係で配布）で
申 3月17日まで
問システムハウジング（ 742-1000

742-7500）か建築局住宅政策課（
671-4121）

横浜マイスター

技能普及を行う卓越した技能職者､ 選
考｡詳細は で
▷説明会 参加必須｡ 3月23日㈭～29日

㈬､市役所で開催｡申込みは3月28日
までに で問合先へ

問 経済局雇用労働課（  671-4098
664-9188）

福祉・高齢
障害のある人    
市会計年度任用職員募集

庁内メールの運搬･仕分け､コピー作業
ほか｡詳細は3月8日から で
日選考日＝4月22日㈯
申 3月24日まで
問 総務局人事課（ 671-2173 662-

7712）

障害者スポーツ振興助成金

4月1日 ～2024年3月31日の大会等に参
加する市内に住民登録がある人､選考｡
詳細は で
申大会等の開催1か月前まで
問横浜ラポール（ 475-2050 475-2053）

人工肛門･膀胱 地区別相談会

人工肛門･膀胱保有者か関係者､各当日
先着50人
日各13時30分 ～16時30分｡ 北･中部＝4

月8日㈯､南･西部＝4月16日㈰
所健康福祉総合センター
問オストミー協会（ 475-2061 475-

2064）か健康福祉局障害自立支援課
（ 671-3602）

障害者パソコン講習会

①パソコン入門②ワード基礎（前編）
③エクセル基礎（前編）
15歳以上（中学生除く）､ 肢体･内部･精
神･聴覚等障害者､各コース抽選8人｡①
初心者②③タイピングが可能な人｡詳細
は問合せか で
日各13時～16時。①4月5日㈬･6日㈭､全

2回 ②4月17日㈪･19日㈬～21日㈮､
全4回 ③4月24日㈪～27日㈭､全4回

所横浜ラポール
費①1,100円 ②③2,200円
申 3月20日まで
問障害者社会参加推進センター（ 475- 

2060 475-2064）か健康福祉局障害
自立支援課（ 671-3602）

講演・講座
春の健康教室

16歳以上､各抽選｡費用等詳細は で
日 4月～6月の月～金曜､全8～12回
申 3月17日まで
問会場のスポーツ医科学センター（

477–5050 477–5052）

パソコン講習

①②初めてのパソコン1 ③初めての
ワード1 ④⑤初めてのエクセル1
各抽選15人
日各コース火･水曜､全2回｡午前＝9時45

分～12時15分､午後＝13時30分～16時｡
①4月4･5日午前 ②4月25･26日午後 
③4月11･12日午前 ④4月11･12日午後 
⑤4月25･26日午前

費 5,550円
申 3月22日までに で会場のシルバ ー

人材センター（ 847-1800 847-1716）

催し
花と緑のスプリングフェア

①イベント､ブース出展､花苗販売ほか
②花壇展 ③花回廊
詳細は3月中旬から で
日①4月7日㈮～9日㈰10時～16時（9日

は15時まで）｡荒天中止   
②③4月7日㈮～5月7日㈰

所①横浜公園･山下公園   
②山下公園 ③日本大通り

問緑の協会（ 228-9470 641-0821）

開港記念式典･コンサート 市民招待

抽選1,000人｡詳細は で
日 6月2日㈮14時～16時
所みなとみらいホール
保 6か月～未就学児（予約制）
申 4月7日まで
問窓口（ 263-6926 661-0604）か文

化観光局企画課（ 671-4123）

青少年のための音楽会 横響
ファミリーコンサート

交響曲第9番「新世界より」（ドヴォルザー
ク）｡指揮者･打楽器体験（中学生以下のみ）
日 4月29日（土･祝）14時～16時
所県立音楽堂
費 1,000円｡中学生以下は無料
申 3月20日から で
問事務局（ 080-3308-1321）か文化観

光局文化振興課（ 671-3714 663-
5606）

市民広間演奏会 春の部

日各12時～12時50分   
4月10日㈪～15日㈯･5月17日㈬～22
日㈪･6月19日㈪～24日㈯

所市役所アトリウム
問事務局（ヤマハミュージック横浜店内､ 

311-1310）か文化観光局文化振興
課（ 671-3714 663-5606）

世界自閉症啓発デー 
ブルーライトアップ

日 ４月２日㈰～８日㈯の日没後
所コスモクロック21､象の鼻パークほか
問健康福祉局障害施策推進課（ 671-

4133 671-3566）

よこはま健康・省エネ住宅推進 
コンソーシアム イベント

子ども向けワークショップ､シンポジ
ウム｡詳細は で
日 3月25日㈯10時～17時
所市役所アトリウムほか
問 建築局住宅政策課（ 671-2922

641-2756）

ブルーカーボン事業 
わかめ収穫イベント

小･中学生､当日各回先着15人
日 3月19日㈰12時30分･14時30分｡受付

は各30分前から｡荒天中止
所八景島シーパラダイス
問温暖化対策統括本部プロジェクト推

進課（ 671-4155 663-5110）

技文 手づくり市

オリジナル作品を販売
日 4月15日㈯10時～15時
問会場の技能文化会館（ 681-6551

681-6554）

横浜港カッターレース 参加者募集

抽選計128組､1組8人（15歳以上）｡詳細
は で
日 5月21日㈰8時～17時
所山下公園
費 1組25,000円
申 3月31日まで
問横浜港振興協会（ 671-7241 671-

7350）

ドラゴンボートレース 参加者募集

1組10～20人､先着200組｡費用等詳細は
で

日 5月27日㈯･28日㈰･6月3日㈯･4日㈰
所山下公園
申 3月13日から
問ドラゴンボート協会（ 261-1163

261-6766）か文化観光局MICE振興課
（ 671-4234）

横浜港客船フォトコンテスト
入賞作品展

日 3月7日㈫～4月13日㈭9時～21時30分
所大さん橋国際客船ターミナル
問港湾局客船事業推進課（ 671-7272 

201-8983）

製図コンクール展

横浜建築高等職業訓練校生の製図
日 3月8日㈬～21日（火･祝）7時～23時30分
（8日は13時から､21日は12時まで）
所市役所1階展示スペースB
問 経済局雇用労働課（ 671-4098

664-9188）

「にっぽん 大使たちの視線2022｣
写真展

駐日外交官33か国51人の作品
日 3月15日㈬～20日㈪11時～18時（15日

は13時から､20日は15時まで）
所みなとみらいギャラリーA
問 国際局国際連携課（ 671-4704

664-7145）

横浜市立病院
看護職員募集

市民病院 脳卒中・神経脊椎センター

子どもから高齢者・指導者・ボランティア向けに､ス
ポーツ･健康･未病･メンタルヘルス･栄養などのコン
テンツを配信､各分野の専門家が指導｡詳細は で
日 3月19日㈰9時～21時｡ 4月19日㈬までアーカイブ

視聴も可
費 2,000円
問スポーツ協会（ 640-0016 640-0024）

ウェルネスサポート
オンラインフェスオンラインフェス
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お知らせ
移転①二俣川駅行政サービス
コーナー②二俣川図書取次所

日 3月22日㈬｡①7時30分	②12時
所ジョイナステラス二俣川5階（旭区二
俣川2-50-14）

問 ①旭区役所戸籍課（ 954-6031
955-4411）②中央図書館企画運営課
（ 262-7334 262-0052）

下水道事業中期経営計画2022策定

資料の配布は問合先で｡ からも可
問環境創造局下水道事業マネジメント
課（ 671-2941 664-0571）

公共事業事前評価 市民意見募集

①（仮称）北部汚泥資源化センター 分
離液処理施設整備事業②消防訓練セ
ンター訓練施設の更新整備事業
資料の閲覧は期間中 で
日 3月1日〜31日
問①環境創造局下水道施設整備課（
671-2850 550-3924） ②消防局管
理・研究課（ 853-8605 853-8640）

環境アセスメント図書の縦覧

（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事
業 環境影響評価準備書
意見書の提出は問合先へ
日 3月24日㈮〜5月8日㈪（予定）
所区役所広報相談係（旭･瀬谷区）､問合
先で

問環境創造局環境影響評価課（ 671-
2495 663-7831）

固定資産税 土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

固定資産税納税者か代理人（委任状必
要）｡マイナンバーカードなど官公署発
行の顔写真付き本人確認書類を持参
日 4月3日㈪〜5月1日㈪
所資産所在地の区役所税務課
問会場か財政局固定資産税課（ 671-
2258 641-2775）

市立学校臨時的任用職員等 登録会

教諭･養護教諭､栄養･事務職員｡事前申
込制｡詳細は で
日各土曜11時〜15時	 	 	
3月11日･18日･25日

所北部学校教育事務所
問教育委員会北部学校教育事務所（
944-5970 944-5954）

保育士オンライン就職相談会

保育士資格保有者･取得見込者の復職･
就職を支援｡事前申込制｡詳細は で
日 3月19日㈰14時〜16時
問 えんみっけ!事務局（ 050-5526-
1927	 03-5250-1157）かこども青少
年局保育対策課（ 671-4469）

施設から
三溪園
621-0635 621-6343

桜めぐり
ライトアップもあり
日 3月25日㈯〜4月4日㈫の9時〜20時
30分（入園は20時まで）

費 700円

にぎわい座
231-2515 231-4545

①春風亭一朝･一之輔親子会
②古今亭志ん輔三昧
③桂米紫･桂吉弥ふたり会
日①6月8日㈭19時〜21時	 	 	
②6月10日㈯14時〜16時		 	
③6月15日㈭19時〜21時

費 3,200円
申 4月1日から か で

みなとみらいホール
682-2000 682-2023

①みなとみらい Super Big Band コン
サート
②ランチタイムコンサ ー ト（ピアノ･
デュオ）
①当日先着1,000人
②未就学児入場不可
日①3月17日㈮18時30分〜20時30分		
②8月5日㈯11時30分〜12時30分

費②1,800円
申②4月7日から か で

納税証明書について　	納税通知書に記載の区役所税務課収納担当
軽JNKSについて	 財政局徴収対策課　 671-2255	 641-2775

軽３輪・軽４輪の自動車をお持ちの人へ

継続検査（車検）窓口での納税証明書の
提示が原則不要になりました
　令和５年１月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働しました。
　これにより､継続検査（車検）窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。

【対象】軽3輪自動車・軽4輪自動車

　軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽
JNKSに登録されるまで日数を要する場合があります。納付後
すぐに車検を受ける場合は、金融機関かコンビニエンススト
ア等の窓口で支払い、納税証明書を取得してください。

問合せ

国内外の高齢者が一堂に会して
歌声交流を図る合唱祭｡事前申込
制｡詳細は で
日 4月17日㈪･18日㈫･19日㈬
所みなとみらいホール
費 500円
問 NPO法人ゴールデンウェーブ
（ ･ 334-0460）かみなとみら
いホール（ 682-2000）

国際シニア合唱祭国際シニア合唱祭
ゴールデンウェーブin横浜ゴールデンウェーブin横浜

春の引っ越しシーズンの

区戸籍課引っ越し窓口の混雑緩和に
ご協力をお願いします

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、転入届などは、現在、引っ越し後
14日を過ぎても手続ができます。他の手続に影響がある場合がありますので
手続の際は、必ずウェブページなどで事前に確認してください。

● 転出届は区役所に来庁しなくても手続できます
※市内で引っ越しの場合、転出届は不要です

● 転出届は事前に提出できます
　転出日が決まり次第、早めに提出をお願いします。

● 住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書の取得は、マイナンバ ー
カードを利用したコンビニ交付サービスがスムーズです

※駐車場（有料）も大変混雑し
ます。来庁の際は公共交通
機関を利用してください。

※パソコン・スマートフォンを利用していない人は、市コールセンター 664-
2525	 664-2828へ	【担当課】市民局窓口サービス課

3
月

月 火 水 木 金 土
6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18
閉庁日

20 21
閉庁日

22 23 24 25

27 28 29 30 31 1
閉庁日

4
月3 4 5 6 7 8

多い

少なめ

の日は大変混雑し、2時間以上お待たせする場合もあります。
また、昼前後の時間帯は特に混雑します。

区役所戸籍課 受付時間

戸
籍
課 

混
雑
予
測
カ
レ
ン
ダ
ー

戸
籍
課 

混
雑
予
測
カ
レ
ン
ダ
ー

1年で
一番
混雑

月〜金曜（祝·休日除く）	 	8時45分〜17時
第2·4土曜	 	9時〜12時

横浜市 混雑予測カレンダー 検索

転入・転出手続などの詳細について
パソコン・スマートフォンを
利用している人はこちらから

マイナンバーカードを 所有している人

マイナンバーカードを 所有していない人

オンライン手続ができます

郵送での届出も可能です
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株式会社クラッソーネとの連携について	 建築局建築指導課	 671-4539	 681-2434
空き家セミナーについて	 建築局住宅政策課	 671-4121	 641-2756
住宅除却補助制度について　	 建築局建築防災課	 671-2943	 663-3255

5年後、10年後…の住まいのこと、ご自身や家族で考えてみませんか？
　「住まいるイン」では､高齢者向け住宅等への住み替えや
空き家に関する悩みごとなど､住まいで困っていることに
ついて､アドバイスをしています。
【問合せ】横浜市住宅供給公社｢住まいるイン｣
451-7762（月〜金曜〈祝・休日除く〉10時〜17時）	
451-7770

専門家による空き家セミナーを
YouTubeで配信中！
　弁護士・宅建士・建築士などの専門家が、住
宅売却時の注意点や相続に関する
基礎知識を10分程度で分かりやす
く解説しています。

住宅除却補助制度があります！
　1981年5月以前に建築された
旧耐震の木造住宅に限り、建物の解
体時に利用できる場合があります。

　「横浜市版	すまいの終活ナビ」では､敷地面積や最寄り駅
などを入力すると､建物の解体費用と土地の売却
価格の概算額を把握できます。資金計画も含めた
住まいの終活の検討に、ぜひ活用してください。
【問合せ】株式会社クラッソーネ　 0120-479-033
（月〜金曜〈祝・休日除く〉9時〜18時）	 03-6880-1542

問合せ

相談して
みよう！

調べて
みよう！

健康福祉局地域包括ケア推進課　 671-3464	 550-4096

事務局（かながわ福祉サービス振興会内）　 671-0296	 671-0295

高齢期の「自分らしい暮らし選び」応援サイト

「ふくしらべ」 リニューアル！

地域貢献で生きがいづくり　

よこはまシニアボランティアポイント

　「ふくしらべ」は、介護などで今困っている人や、将来に備えて今から
準備しておきたい人にも役立つ情報をたくさん掲載しています。

　介護施設などでボランティア活動を行うと、寄付・換金ができるポイ
ントがたまります。参加には登録研修会の受講が必要です。
【会場】市民協働推進センター	スペースA・B（市役所1階）
【日程】 4月 11日㈫・20日㈭

5月 17日㈬・22日㈪・30日㈫
6月 5日㈪・23日㈮
7月 4日㈫・14日㈮・24日㈪
※いずれか1回受講してください。

その他の掲載内容
　高齢期のヒント集・	地域
ケアプラザ検索など、高齢
期の暮らしを豊かにするた
めの情報が満載です。

　地域の活動に参加するなど、人と交流することで、健康寿命は延びるといわ
れています。「ふくしらべ」では、地域の活動に参加するイメージを持てるよう、
実際に活動している人に取材した記事やイベント情報を掲載しています。

新しいコンテンツ「横浜の
地域活動」を追加しました

問合せ

問合せ

65歳以上の市民が対象

登録研修会（13時開始）

予約制

健康福祉局高齢健康福祉課　 671-3920	 550-3613

高齢者が主役の健康と福祉の祭典「ねんりんピック」

第35回全国健康福祉祭 えひめ大会
【日程】10月28日㈯〜31日㈫
　全29種目の交流大会や、イベントが
開催されます。
※選手として参加するには、代表選手を決める
選考会があります。

※一部選考が終了・地区予選を開始している種
目があります。

問合せ

参加方法・日程などは
こちらから
（随時更新）	

「ふくしらべ」は
こちらから	
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横浜市役所 〒231-0005 中区本町 6-50-10 671-2121（代表）【発行】政策局広報課　 671-2332 661-2351　

「市民からの提案」と明記
し、居住区の区役所へ。
市役所や区役所、公共施
設に専用封筒もあります。

ハマナビ
YOKOHAMA My Choice!
ホッと横浜
Public Service
Announcement

tvk 土 18:00〜18:30
FMヨコハマ 日 9:30〜10:00
ラジオ日本 木・金 16:30〜16:35
Inter FM897 月〜金
6:12〜6:15／12:55〜12:58

　市政に関するお知らせを受け取れる
ほか、粗大ごみの申込みや
道路の損傷通報
などのサービス
を利用できます。

　広報よこはま市版は無料アプリ「カタ
ログポケット」で閲覧でき
ます。音声読み
上げや多言語に
対応しています。

市政へのご意見・ご提案 横浜市LINE公式アカウント 広報よこはまをアプリやウェブで 広報テレビ・ラジオ番組

手紙

テレビ

ラジオ

インターネット 検索市民からの提案

NTTハローダイヤル　 050-5548-8686（9時～20時 6月12日まで） 224-6627

ガーデンネックレス横浜2023開催
　横浜産の花で彩る市内最大級10,000㎡の大花壇「里山ガーデン」をはじめ、 季節に合わせて
サクラやチューリップ、バラなどの花や緑を市内各所で楽しめます。 

【会場】旭区上白根町1425-4（よこはま動物園ズーラシア隣接）
【期間】3月25日㈯～５月７日㈰9時30分～16時30分 

※来場の際には、各会場の新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。

【会場】みなとみらい地区さくら通り、汽車道、大岡川、カップヌードル
ミュージアムパークなど

【期間】３月下旬～４月上旬 

3月の見どころ

問合せ

港などの景観とともにサクラが楽しめるスポット

里山ガーデン 

３月25日㈯～6月11日㈰ 

海、港、緑、歴史、地域、人々、さまざまな魅力を持つ横浜。この街の彩りを「よこはま彩発見」としてお届けします。
今回は横浜市の花「バラ」についてです。

vol.3

　市の花としてバラが制定されたのは1989（平成元）年。元号が昭和から平成

に代わり、みなとみらい21地区で横浜博覧会が開かれるなど節目の年でした。

　横浜とバラのつながりは古く、横浜開港とともにやってきた貿易商らによって洋バ

ラが持ち込まれ、居留地や外国人住宅の庭先で咲き誇っていました。その後、出

入りの植木職人や商人を通じて日本人宅にもバラが植えられるとともに、新種の

輸入も盛んになるなどして、大正時代には一般市民に広まったといわれています。

　1923（大正12）年の関東大震災で壊滅的な被害を受けた横浜に対し、アメリ

カから多くの義援金や支援物資が届きました。このお礼として横浜市からシアトル

市に桜の苗木や石灯篭を贈ったところ、1930～31（昭和５～６）年にかけシアトル

市から米日友好親善の印として約200種類、3,000株のバラの苗が届けられたの

です。市は贈られた苗を野毛山公園、山下公園などに植え、愛好家の市民を中

心に苗が増やされました。1932（昭和７）年の開港記念日には、繁殖された苗

の市民への頒布を始めました。当初の価格は大苗20銭、小苗５銭と市販の苗に

比べ安価で、「日米親善のバラ」と呼ばれ大いに人気を博しました。開港記念日は

「バラ祭」とも呼ばれ、バラ展、

バラ行進、バラ賛歌などの行事

も行われたそうです。

　戦後、1949（昭和24）年の日

本貿易博覧会では、「バラ展覧

会」が開かれ、サンフランシスコ

から空輸されたピースという品種などが展示されました。1951（昭和26）年には、

戦前に行われていたバラの造花「愛市の花」の頒布が復活し、街頭などで販売

された収益は、みなと祭りの経費などに充てられました。

　高度経済成長期にはバラの行事は下火になりましたが、市の花としてバラの

制定を求める市民運動も行われました。市は、開港130周年・市制100周年にあ

たる1989（平成元）年に市民投票を行い、最多の票を得たバラが市の花として

選ばれたのです。震災や戦災、戦後の接収・人口急増など激動の時代を駆け

抜けてきた横浜、その街中は美しいバラの花 で々彩られてきました。

▲明るいサーモンピンクの大輪で香りのよい品種「はまみらい」

バラと横浜の歩み

市民局地域活動推進課　 671-3624 664-0734
問合せ

さらに
詳しい話は

こちら

「GREEN×EXPO 2027」
2027年国際園芸博覧会に向けて、

花と緑の取組を広げます！ 

最新の情報を紹介していきます
公式YouTube 

チャンネル 
公式Instagram 

アカウント 
公式Twitter
アカウント 

里山ガーデン里山ガーデン

さくら通りさくら通り

横浜の花と緑をPRするマスコットキャラクター 
「ガーデンベア」 ©ITOON/GN 

春に染まろう！

ガーデンネックレス横浜 検索
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